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NEWS 3
9/30

 葬祭センターは、9月30日に「災害
発生時における棺及び葬祭用品の
供給並びに遺体の搬送等の協力に
関する協定」を熱海市と締結しました。
　地震・風水害、その他大規模な災害
が発生し同市内全域で死亡者が出た
場合、棺、葬祭用品の供給、遺体の
搬送などの協力を円滑に実施する
ためのものであり、西野由季也地区
本部長は「災害はないことが１番だが、
想定外の災害がある。スムーズな対応

が出来るように努力
する」と話しました。

災害時の協力協定を
熱海市と締結
災害時の協力協定を
熱海市と締結

NEWS 1 9/9落花生目ぞろえ会落花生目ぞろえ会
　9月9日に営農経済センターで、「いで
湯っこ市場」出荷者を対象に大粒落花生
「おおまさり」の目ぞろえ会と昨年導入した
洗浄機の操作説明会を行いました。
　出荷者ら13人が参加し、営農アドバイ
ザーから今年の生育状況の説明や規格の
確認が行われた後、洗浄機の操作につ
いて実際に操作をしながら説明。営農
アドバイザーは「管内で収穫する『おお
まさり』を多くの方に知ってもらうために
今後もPRしていきたい」と話しました。

NEWS 4

伊東市産の
新米販売開始
伊東市産の
新米販売開始
 「いで湯っこ市場」は１０月１日から伊東市産
新米の販売を始めました。同市池、十足地
区産の米「コシヒカリ」と「ひとめぼれ」が
店頭に並びました。
　今年は、従来の池地区の生産者２人に加え、
昨年池区地権者らで設立した池農業開発（株）
と、十足の農家カフェ&レストラン「風の詩」
が出荷しました。
　今年から出荷を始めた「風の詩」の小川
富子さんは「今年は天候に恵まれ例年より
も収穫量が多く、おいしいお米ができた」と
うれしそうに話しました。　
　池農業開発（株）は、県営農業農村整備
事業を活用し、昨年度に区画整理した水田
１区画で初めて収穫を行い、同直売所に出荷
しました。

NEWS 5 10/13
人形供養祭開催人形供養祭開催
　10月13日、葬祭センター伊東ホールで第10回「思い出の品・人形・
ぬいぐるみ人形供養祭」を行いました。
　今回管内住民135軒から約3,500体の雛人形やぬいぐるみが集まり
ました。当日は日蓮宗の普門山慈眼寺（静岡県伊東市）の阿部育修住
職が読経し供養。今年も新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、一般の方の参列はできませんでしたが、供養の様子をYouTubeでライブ配信しました。
　また、今回集まった供養料17万2,500円は、こどもたちのために使ってほしいと全額伊東市社会
福祉協議会に寄付しました。

NEWS 6 9/21 10/2青壮年部  草刈り作業青壮年部  草刈り作業
　青壮年部は、9月21日に田代ほ場の草刈り、10月2日は営農経済
センターや「いで湯っこ市場」周辺の草刈りを行いました。草刈りには
新入職員も参加し、草刈り機の使用方法を教えながら作業しました。
初めて草刈り機を使った新入職員は、「草刈り作業の大変さを実感
し、今後も生産者のお役に立てる活動をしていきたい」と話しました。

草刈りをする部員

たくさんの人形を前に読経する阿部住職

伊東市産の新米を並べる小川さん

NEWS 2 9/29大池小児童が荻支店見学大池小児童が荻支店見学
　9月29日に大池小学校2年生21人が荻支店に店舗見学に訪れ
ました。大池小学校では、生活科の授業で働いている方々の工夫
や仕事の大変さを学ぼうと、周辺地域の店舗見学を行っています。
　当日は店舗見学の後、田中大樹支店長にJAふじ伊豆の名前の由来
やこの土地になぜ建てたのか、など多くの質問をしました。参加した
児童は「JAについて知らなかったことを知ることが出来てうれしい」
と笑顔で話しました。

出荷規格を確認する会員ら出荷規格を確認する会員ら 児童の質問に答える田中支店長

あいら伊豆地区の情報満載！

あいら伊豆地区本部ニュース ［あいら エリア］
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▲供養祭の様子



だいだいぽん酢
材 料 だいだい果汁

しょうゆ
みりん
こんぶ  

橙を搾るとき、果実の

真ん中の皮を包丁で
むいてから搾ると
皮の苦みが入ら
ないよ。

………100㏄

………………75cc

………………大さじ1

…………………5㎝

作り方 ① みりんを鍋に入れて煮立
たせアルコール分をとばす。

② 保存瓶にだいだい果汁、
しょうゆ、①のみりん、

　昆布をいれて冷蔵庫で保
存する。

③ １ 週間後にこんぶを取り
出し使用する。

ワンポイント
アドバイス

※砂糖をいれて甘くした
り、分量を変えたり、お好

みでオリジナルを作ろう！！
   

JA静岡厚生連 管理栄養
士  提供

不動産相談センター伊東店物件情報不動産相談センター伊東店物件情報
■お問い合わせ先：静岡県知事(７）第10427号   富士伊豆農業協同組合 不動産相談センター伊東店   〒414-0037 静岡県伊東市桜ガ丘2-2-10  TEL：0557-37-7105

駅近く！ 

2階中部屋・駐車場1台分付　敷1・礼1
45,000円／月家 賃

洋室6帖×2
+DK5帖宇佐美2DK

陽当り良好 家族向け ・保、小、中学校近く

1階中部屋・駐車場1台分付　敷1・礼1
60,000円／月家 賃

和室6帖×2
+洋室6帖
+DK6帖

玖須美3DK
陽当り良好 ペットOK小型に限る！ 

1階中部屋・駐車場1台分付　敷2・礼1
45,000円／月家 賃

洋室6帖×2
+DK6帖玖須美2DK

あいら伊豆地区は、年間を通して温暖な気候であることから柑橘（かんきつ）類の生産が盛んです。
特に橙（ダイダイ）は全国有数の産地です。当地での歴史は古く、江戸時代の慶応3年には、
すでに栽培されていた記録が残っています。橙の果実は、冬が過ぎても木から落ちず、
翌年の新しい果実と混在します。そのため「だいだい（代々）」と名付けられました。
縁起物として重宝され、主に正月のお飾りに使われています。
橙はそのまま食べることはできませんが、その香りや果汁の風味が良く
ぽん酢やマーマレードの材料として利用されています。

陽当り良好 家族向け 保、小、中学校近く

2階中部屋・駐車場1台分付　敷1・礼1
62,000円／月家 賃

玖須美3DK
和室6帖×2
+洋室6帖
+DK6帖

陽当り良好、猫1匹OK

2階・駐車場1台分付　敷1・礼1
60,000円／月家 賃

上多賀3DK
和室4.5帖+6帖
+洋室6帖
+DK

「代々子孫が繁栄しますように」という祈りを
   込めたお正月の縁起物は橙なんです！！

橙ダイダイ 橙=縁起物

税理士による
無料相談

※税理士は常勤ではないため
　予約制となります。

■定 休 日：水曜日･日曜日・祝日　
■営業時間：平　日 9時～18時
　　　　　     土曜日 9時～16時（仲介）

12/31まで

JASS-PORTいとう

0557-37-7147

タイヤキャンペーン
実施中

相続税など税金のことでお
悩みの方、お気軽に不動産
センターまでお問い合わせ
ください。

お問い合わせ先Tel. 0577-37-7105
お問い合わせ先

いで湯っこ市場の旬情報今が 旬

　

「ネーブル」は英語で「へそ」という意味
で、果実の底部分にあるへこみがへそに
似ていることからその名が付けられました。
外皮は薄いですがとても固く、手でむくの
は困難です。香りが強く、酸味・甘み共
に濃厚な味わいですが、果汁が劣
化しやすくあまり日持ちしない
ので注意が必要です。

ネーブル
1月～2月

橙の精霊 だいらちゃん
あいら伊豆地区キャラクター

熱海・伊東産の橙を使用した手作りマーマレード！
橙の皮のほのかな苦みと香りが人気です！

伊東ブランド
「いとうのいいもの」認定！

大人気のだいだいマーマレード
いで湯っこ市場で販売中

だいだいが採れたら試してね♪

　

温州みかんの中でも特に糖度が高
い晩生（おくて）品種。その代表格が
「青島」です。外皮が若干厚めですが
手でむきやすく、晩生（おくて）品
種らしいコクのある甘みで、
根強い人気の品種

です。

青島みかん
12月～2月

ヘタの色は黄色に近い。
軸が小さい

薄く滑らか。
油胞（表面のブツブツ）が小さく多い
（キメが細かい）色づきが良い

旬の新鮮野菜の他、
柑橘類などの旬な果物が充実
植木コーナ併設
営業時間　午前9時～午後4時
定  休  日　第三火曜日

［いで湯っこ市場］
　

外皮が濃いオレンジ色で少し
ごつごつとした感じですが、手で
簡単にむくことができます。甘み
が強く、酸味があまり無いので、
食味がとても良い品種

です。

ポンカン
12月～2月

おいしい青島みかんの見分け方

営農
アドバイザー
鈴木 主

 ヘタ 皮

・ 当座性貯金の入金・出金
  （手形・小切手の受入を除く）
　※現金出金限度額は５０万円
　※ＡＴＭの設置はございません。予めご了承下さい。

・ 定期貯金・定期積金掛金の受入
・ 通帳記帳、繰越
・ 通帳、証書、カード、印鑑の紛失等の受付
・ 公共料金、国税以外の税金納付　

AIRA IZU  INFORMATION

◆営業時間については、交通状況により若干変更となる場合もあります。
◆天候不順や車両の整備等の関係で運行を見合わせる場合もございます。
◆土日祝日・年末年始・お盆は運休致します。

「あいら伊豆号」
JAふじ伊豆 移動金融店舗

あいら伊豆地区本部・各支店お問い合わせ先

●営業場所 川奈区民会館
●営業時間 13：00～14：30

12月1日より
伊東エリアに

川奈区民会館追加！


